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（開催要領） 

1．開催日時：2006 年 11 月 10 日(金) 17:30～19:19 

2．場所：官邸２階小ホール 

3．出席議員： 

議長      安 倍  晋 三   内閣総理大臣 

議員      塩 崎   恭 久   内閣官房長官 

同        大 田   弘 子   内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 

同       菅    義 偉   総務大臣 

同       尾 身  幸 次   財務大臣 

同       甘 利    明    経済産業大臣 

同       福 井   俊 彦   日本銀行総裁 

同       伊 藤   隆 敏   東京大学大学院経済学研究科教授 

（兼）公共政策大学院教授 

同       丹 羽  宇一郎   伊藤忠商事株式会社取締役会長 

同       御手洗 冨士夫   キヤノン株式会社代表取締役会長 

同       八 代  尚 宏   国際基督教大学教養学部教授 

臨時議員    柳 澤  伯 夫   厚生労働大臣 

同       冬 柴  鐵 三   国土交通大臣 

 

（議事次第） 

1.開会 

2.議事 

（１）集中審議③： 

1) 社会保障改革 

2) 公共投資改革 

（２）平成 19 年度予算編成の基本方針（事項案）について 

 

（説明資料） 

○ 抜本的な社会保障改革について（有識者議員提出資料） 

○「社会保障改革」（柳澤臨時議員提出資料） 

○ 社会保障改革について（菅議員提出資料） 

○ 社会保障制度改革に向けた課題（甘利議員提出資料） 

○ 公共投資改革の加速について（有識者議員提出資料） 

○ 公共投資改革と「創造と成長」のための取組（冬柴臨時議員提出資料） 

○ 公共投資改革について（菅議員提出資料） 

経済財政諮問会議   議 事 録 （平成 18 年第 25 回）
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○「平成 19 年度予算編成の基本方針」事項案 

 

（配付資料） 

○「社会保障改革」（参考資料）（柳澤臨時議員提出資料） 

○ 新健康フロンティア戦略賢人会議について（参考資料）（塩崎議員提出資料） 

○ 公共投資改革と「創造と成長」のための取組（参考資料）（冬柴臨時議員提出資料） 

 

 

 (本文) 

○議事の紹介 

（大田議員）  では、おそろいですので、ただいまから今年25回目の経済財政諮問会

議を開催いたします。 

 本日は集中審議の第３回目です。初めに柳澤厚生労働大臣においでいただいて

おりまして、社会保障改革について議論いただきます。続いて冬柴国土交通大臣

に御参加いただきまして、公共投資改革について御審議いただきます。その後、

平成19年度予算編成の基本方針について、本日は事項案について御審議いただき

ます。 

 それでは、まず「社会保障改革」について、有識者議員から資料の御説明をお

願いします。 

 

○集中審議③：１）社会保障改革 

（八代議員） それでは、有識者議員を代表いたしまして、「抜本的な社会保障改革に

ついて」というペーパーを御説明させていただきます。 

 社会保障は、団塊世代が65歳以上に達し始める2012年までが極めて重要な改革

期間であります。その意味では、わずか５年しかございませんので、時間との競

争という点が大事であります。そのため、以下の４つの基本的な視点を踏まえて、

ＰＤＣＡサイクルの下、５年間の制度改革を着実に進めなければいけないのでは

ないか。そのときに、歳出抑制と質の向上の両立を目指すことが重要であると考

えます。 

 第１番目として、４つの基本的視点がございます。 

 第１点に「政府が保障すべき範囲の明確化」と書いてございますが、これは過

去の高度成長期の豊富な労働力人口及び豊かな財源を前提とした「必要に応じた

給付」という原則があったわけでございますが、これを根本的に見直し、今後の

人口減少下の日本では、「負担可能な範囲内での質の高い給付」という原則に転換

しなければいけないのではないか。 

 第２点が「②世代間格差の是正」ということで、格差論議で抜け落ちているの

が投票権を持たない将来世代を含めた給付と負担との世代間格差であります。こ

の是正は、社会保障の持続性を維持するためにも不可避であると考えております。 

 第３点が「個人ごとの給付と負担の管理・可視化」でありまして、社会保障の
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個人番号や健康保険証の個人カード化などにより、個人ごとの給付と負担を管理

するということ。これは、給付の効率化と負担の納得性を高める社会保障個人会

計が大事であるということであります。 

 第４点に、「ＰＤＣＡサイクルの徹底」ということで、改革の度合いを客観的、

徹底的に検証するためには、その結果を次の取り組みに反映させなければいけな

いということです。 

 第２番目として、「基本方針2006」における５年間の改革努力、国1.1 兆円、国

と地方と合わせて1.6 兆円の伸びを抑制する目標を達成するためには具体的な計

画が必要である。仮に５年経ってからできなかったということではだめなので、

一歩一歩進めていかなければいけない。そのために、平成19年度予算においても

2,200 億円の歳出抑制を確実に実施しなければならないと考えます。 

 第３番目として、上記の計画策定に当たっては、国民の負担増や給付削減の前

に、供給におけるコスト削減の努力が国民の納得を得るためには何よりも重要で

あると考えます。そのためには、以下のような医療・介護サービスの「高コスト

構造是正プログラム」が必要であります。厚生労働大臣におかれましては、今年

度内を目途にこれを策定し、諮問会議に御提案いただきたいと存じます。 

 ①平成19年度から５年間の計画とするということでございます。 

 ②国が1.1 兆円の改革努力のうち、５年間の同プログラムによりどれだけ達成

できるかの数値目標を明示することが必要であります。 

 ③コストの削減やサービスの質向上に関する毎年の目標を設定すること。ＰＤ

ＣＡサイクルのもとで、上記の②を達成することが必要であろうと思います。 

 ④医療については、具体的に幾つものプログラムがあるかと思います。それは

厚生労働省の方で検討していただくわけでありますが、我々といたしましては、

例えば、以下のような施策が必要ではないかと考えております。 

 １つめは、診療報酬体系の見直しでございますが、現在は医者が個々の行為ご

とに報酬が支払われる出来高払いという仕組みになっているわけでございますが、

これが医療費の無駄の大きな原因になっているのではないか。他の先進国のよう

に、疾病ごとに報酬を決める包括払いの原則を確立することが大事かと思います。

これにより、質の高い病院ほど利益を得るという、医療本来の姿に回復すること

が必要であろうと思います。 

 ただ、この包括払いの導入のためには、現在極めて不十分な医療の標準化と疾

病管理が不可欠であります。そのためには、２つめの医療事務のＩＴ化、電子カ

ルテ化、レセプトオンライン化、ネットワークの推進等の徹底が必要になるわけ

でありますが、これは単に現在の紙ベースの事務を電子媒体化するだけではなく、

非常にあいまいな診療報酬のマニュアルを電子点数表の形にするなどの合理化が

不可欠になっております。 

 それから、病院から保険者に直接オンラインで診療報酬の請求を可能にするこ

とで、事務コストの大幅な引下げが可能となる。そうしたことが必要であって、

これは韓国では既に実施していることでありまして、日本でもできないはずはな
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いのではないか。こうした標準的な医療費を把握するための情報の集積が、医療

効率化を達成する鍵になるわけです。 

 ３つめはよく言われておりますが、重複、不要検査の是正、それから健康保険

証のカード化等を活用した後発医療品の使用促進などが必要であろうと思います。 

 ４つめに、公立病院の高コスト構造の是正ということで、これは総務大臣もお

られますので、総務省との協力で、医師以外の人件費の抑制やアウトソーシング

といったものが必要になってくるのではないかと思っております。 

 ５つめは、社会的入院の解消で、これも大きな目標になっております。 

 ⑤介護についても、例えば、次のような施策が必要ではないかと考えておりま

す。介護については、民間活力の導入を徹底化することで、企業や医療法人の介

護施設経営の参入を促進する、あるいは企業と競争する社会福祉法人の規制改革

を進めるとともに、応分の税負担を求めるなどの社会福祉法人の改革が必要では

ないか。 

 また、介護専門職の業務内容の高度化・省力化ということでございますが、こ

れは現在でも在宅で介護、ホームヘルパー等が業務をするときに、どうしても医

療行為にかかる部分がありますが、この点が非常に制約されておりますので、介

護専門職の生産性が十分に発揮できない。在宅での看護師業務の一部を開放する

とともに、看護師も医療業務の一部に参入する形で、それぞれ高度化を図ること

が生産性の向上に必要ではないかと思っております。 

 第４番目には、社会保険庁が続発した不祥事により失われた信頼を回復すると

いうことにとどまらず、効率的で透明な社会保障制度の実現のために、例えば徴

収業務にどれだのコストを要しているのか等のコストの開示を行うなど、より徹

底した改革が必要ではないかと考えております。 

 第５番目に、12月に発表予定の人口新推計をもとに、持続可能で公平な社会保

障制度に向けた一定の取り組みが必要であります。世代間格差や高齢者世代内部

での格差の是正を念頭に置き、社会保障費の適正化に向けて将来見通しを推計す

る。引き続き、経済財政諮問会議において、こうした一体的な見直しの議論を行

うことが必要であろうと考えます。 

 第６番目に、地方分権改革を推進するために、厚生労働大臣におかれましては、

社会保障の分野における分権改革に関する今後の取組方針についても、是非、御

検討いただきたいと存じます。 

 以上でございます。 

（大田議員）  では、柳澤大臣から御報告をお願いいたします。 

（柳澤臨時議員） 第25回経済財政諮問会議における説明についてということで、依

頼状が届きまして、以下の諸点につき、御説明をいただきたいということで、６

点についてご下問がございました。 

 したがいまして、私の資料は、この６点をいわば項目立てして作られておりま

すので、その概要を御説明させていただきたいと思います。その際、八代議員か

ら、有識者議員ペーパーということでお話になられた諸点に触れることもありま
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しょうけれども、触れない話の運びになっているところもあるということで御理

解を賜り、補足をして、これについては触れさせていただきたいと思います。 

 資料「社会保障改革」の１ページですが、第１に基本的な視点ということで、「将

来にわたって持続可能な社会保障制度の構築」が基本だと思っております。その

ためには「経済・財政との調和」、いわば身の丈にあった社会保障制度が大事であ

る。第２に、当然のことながら、「給付と負担の均衡」をしていなければいけない。

それから第３に、先ほどお話がありました「世代間の公平性の確保」は、信頼さ

れる社会保障制度のために絶対的に必要な条件であると考えております。 

 これまで厚生労働省としましては、３年度間にわたって、各社会保障制度にわ

たりまして一連のシリーズとして、一体的な制度改革をしてまいりましたことは

御案内のとおりでございます。 

 要点をかいつまんでお示しいたしますと、まず「給付の伸びの抑制」。小さい括

弧ですが、社会保障給付費ベースでお示しいたしますと、当初の改革のなかった

場合を想定して比べると、2015年ではマイナス10兆円の減額ができる。2025年で

は21兆円の減額に結びつく、このような見通しを試算いたしております。 

 例えば「年金」については、マクロ経済スライドを導入して、「医療」について

は、生活習慣病対策・平均在院日数の短縮等によって医療費の給付を抑えようと

いうことでございます。今、「抑えよう」と申し上げましたけれども、これは、た

だ社会保障制度の金額を抑えようということでは、なかなか国民の理解は得られ

ないわけでして、やはり国民が納得いく制度であること、それを積み上げること

によって念頭においた金額に照らしてどうか、というアプローチを取らざるを得

ないということは、申し上げておきたいと思います。「介護」については、介護予

防に重点化をして、あまり介護の必要でないところにケアマネージャーが行くよ

うなことは避けることといたしております。 

 「負担面の調整」でございますが、資料にあるように「年金」は、ご案内の通

りでございます。それから「医療」につきましては、現役並みの所得を有する高

齢者については、患者としてしっかり負担をしていただくとさせていただいてお

ります。「介護」は、３年置きの見直しをさせていただいておりまして、３年の推

計をしまして、この介護の費用がどのくらい上昇するかということを踏まえまし

て、保険料の引き上げをさせていただいたということでございます。 

 最後に、「制度の重複の排除」ということで、よく「枕元年金」と言われて、別

建てであることによる矛盾が指摘されてまいりましたけれども、そういうことの

ないように、特にホテルコスト、食費や居住費などにつきまして、介護や医療の

関係でこれまでほとんど負担がされていなかったものについて、合理的な修正を

行ったということでございます。 

 このような一連の改革、あるいは一体的な改革にもかかわらず、今後も高齢化

の進行等に伴って社会保障給付の増加は不可避でございます。 

 今後の方針でございますけれども、１ページの下部、３つ「○」を打たせてい

ただいておりますけれども、１番目に「経済・財政との調和」を念頭に、具体的
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に制度改正を積み上げていくことが必要ということでございます。これは経済成

長率とスライドさせるべき、あるいは経済成長率によるキャッピングをすべき、

ということについて議論もありますが、我々としては、高齢者人口が増加するこ

との負荷がこれだけかかってまいりますので、適切ではないと考えております。

また、そういった金額ベースの話だけで積み上げていくことはできない、具体的

な制度改正によってしかできないということでございます。 

 ２番目は、社会保障制度全体を視野に入れるということで、給付と負担を一体

的に捉え、１つ１つの合理性だけではなく、それ以上に一体的な社会保障制度、

これ全体が国民のセーフティネットであるとして、こういった見地からの改革が

必要であると考えております。 

 留意事項でございますけれども、資料にありますように、平成18年度に法施行

を行った医療制度改革で申し上げますと、70歳～74歳の世代について、現行は１

割負担ですけれども、平成20年度に２割に引き上げることとしております。これ

から平成19年度、平成20年度と改革を進める場合には、こうしたことも念頭に置

かないと、非常に国民の反発を呼ぶおそれもあるということです。 

 また、国民の理解の下に行われております改革のサイクルというものがござい

ます。年金は御案内のように５年で財政検証をし、介護は３年計画で行うことが

決まっておりますし、また医療につきましては、診療報酬の改定は２年置き、今

回取り入れますところの医療費適正化計画は、５年計画になっておりまして、枠

組みが決まっているということ、これを念頭に置いてこれからの改革を進めてい

かなければならないと考えております。 

 ２ページ目は、「医療・介護の高コスト構造の是正・サービスの質の向上に向け

た改革」でございますけれども、「給付の適正化と実効性確保」ということで、実

効性はＰＤＣＡできちんとやるということを書かせていただいております。この

高コスト構造の是正に関係した事項といたしましては、生活習慣病対策とか介護

予防の推進、これはもう決めてあることですけれども、まだスタートはしており

ませんで、こういったことも平成20年からスタートするということです。 

 平均在院日数の短縮も同様でして、これについては介護と医療が今まで療養病

床等では若干混在していたことがあったんですが、それをはっきり分別するとい

うことで、結果において平均在院日数が合理化されるということです。これもか

なり年数をかけて実行に移されるということでございます。 

 それから診療報酬の包括払いということですが、これは八代議員から先ほど全

くやっていないようなニュアンスのお話がありましたけれども、これは既に慢性

期の医療についてはかなり取り入れておりますし、急性期医療につきましても、

試行の段階からもう本格実施の段階に移行しつつあるということです。また、後

発医療品市場の育成、医療のＩＴ化については、先ほども触れられましたけれど

も、我々としても今後努力をしようということでございます。 

 「サービスの質の向上」ですけれども、資料に書かせていただいた第１のもの

は「混合診療」でございまして、これも実質いろいろご意見を承りましたけれど
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も、混合診療の考え方を導入して改革を実施しているところでございます。また、

患者に対する医療情報の提供ということで、特に医師の数の問題などについては

患者、国民に不安もありますが、これらについても情報提供を通じまして、安心

を確保していこうと考えております。 

 資料右側、「年金改革への取組」でございます。「年金制度の当面の課題」とし

ましては、３項目が具体的な日程に上っていることは御案内のとおりでございま

す。基礎年金の国庫負担の引き上げ、被用者年金の一元化、それからパート労働

者への厚生年金の適用拡大でございます。 

 「社会保険庁の解体的出直し」につきましては、厚生労働省案として国会に提

出いたしておりまして、これが現在も継続審議中です。しかし、その後のいろい

ろな状況の変化がありまして、主として与党サイドで御検討いただいているとこ

ろでございます。 

 なお、「ねんきん定期便」については、早期にとの総理の御指示もありまして、

できるだけ前倒しをして施行するということでございます。 

 次に、資料下部「人口構造変化への対応」ですけれども、新人口推計は先ほど

のお話にありましたように、年末までに策定予定でございます。見通しとしては、

前回よりも厳しくなる可能性が強いということです。この推計を公表した後、厚

生労働省ではこの推計だけではなくて、別途の試算を国民の皆様に提示したいと

考えております。世論調査でございますが、国民の結婚・出産に関する希望を調

査いたしますと、非常に現状と乖離しておりまして、日本の若人は非常に健全で

して、結婚もしたい、また子どもも持ちたいということがはっきり示されており

まして、これらの希望が一定程度叶った場合、人口構造の将来の展望は一体どう

なるのかということを別途試算して提出したいと考えております。 

 社会保障の持続可能性や安定した経済成長の基盤を確立するためには、人口構

造変化への対応が必須です。先ほど八代議員が冒頭おっしゃられたらように、こ

れは極めて大事でございます。そこで厚生労働省では、前回の推計をもとにしま

して、例えば労働人口の試算などをいたしますと、2030年までは女性や高齢者の

労働力率を引き上げますと、何とか決定的なダメージを受けないで労働力を確保

することができますが、その後は全くお手上げだということがはっきりしており

ます。これは2030年ですから、今から少子化対策をすれば間に合うわけでござい

まして、そういう意味で非常に少子化対策が今大事であるということが、この人

口推計からも言えることということです。 

 ３ページ、「社会保障費全体の適正化」でございますが、先ほどお示しになられ

た当面の５年間は、歳出・歳入一体改革で示された方針を踏まえまして取り組ん

でいくことが大事であると考えております。平成19年度は「基本方針2006」が策

定されておりまして、ここに書かれました雇用保険の国庫負担、あるいは生活保

護のレベルといったものについて見直しをすることになっておりますので、これ

らについて検討しておりますが、いずれ予算折衝の中で具体的な姿を明らかにし

たいと考えております。 
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 平成20年度以降については、特に先ほど当面５か年について、全体の具体的な

改革の計画や、あるいはコストの面についてプログラムを明らかにせよといった

お話もありましたけれども、先ほど来申し上げておりますとおり、金額だけの話

ではなくて、制度の納得的な改革が伴わなければいけないといったこともありま

すし、また先ほどのサイクルといったこともあります。さらに、いろいろ政治的

な状況の判断も必要ということもありまして、非常に困難であると考えておりま

す。せいぜいと言っては恐縮なんですが、コストの改革の項目立てぐらいをお示

しするということで対処していきたいと考えております。 

 「成長戦略の推進等に向けた19年度予算概算要求のポイント」でございますが、

ここは既に概算要求をしたことですし、概ね経済成長戦略の推進要望事項という

ことで、既に財政当局等に提出しておりますので、省略させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

（大田議員）  菅議員から資料が提出されております。 

（菅議員） 「社会保障改革について」という資料をつけさせていただいています。

これから地方でどれぐらい社会保障費が伸びていくかということを簡単に示させ

ていただきます。 

 １ページ目をご覧になっていただきたいと思います。2006年に社会保障費の地

方負担分は16兆円ですけれども、2015年には21兆円と、こういう形で地方も伸び

ていくことが予測されております。これだけ高齢化が進展する中で、このように

社会保障費は大幅に伸びていくとなっています。給付のみならず、地方団体が担

っている施設や、マンパワーによるサービスの提供もこれから大きな要素になっ

てくると思います。全体としては、やはり重点化・効率化を図っていくことが必

要であると思っています。総務省は厚生労働省と連携をしながら、持続可能な社

会保障制度をつくっていきたいと思っていますけれども、３点の視点が重要であ

ると思っています。 

 １つめは、現場の知恵を生かすという工夫が必要だと思います。例えば、知事

会などで検討し提案をしておりますけれども、生活保護制度について、現在の保

護する制度から再チャレンジをする人に手をさし伸べる制度へと、こういったこ

とも大事であると思っています。具体的には、働ける世代の適用期間を最大５年

間とする、といった有期保護制度をつくる必要があるのではないか。あるいはボ

ーダーライン層が生活保護に移行することを防止するための就労支援策、こうい

ったことも必要ではないかと思っています。 

 ２つめは、２ページ目をご覧下さい。これは社会保障制度を地域の活力に結び

つけるという点から成功している例であります。これは石川県ですけれども、「プ

レミアム・パスポート事業」というものを行っていまして、子どもが３人以上い

る世帯の経済的な負担を軽減するために、企業とタイアップして利用料金などの

割引を特典で提供しております。この事業はうまくいっておりまして、子育て世

帯は割引等の得点を受けられる一方で、企業は子育て世代からの利用者を獲得が

できる。こういう形で地域経済の活性化にも役立っている一例であります。 
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 ３つめとしまして、やはり地方分権がさらに必要だということであります。例

えば、３ページ目に書いておりますけれども、一般財源化されている公立保育所

においても、調理室の設置が義務づけられたり、あるいは保育士の数等の規制も

残っておりまして、地方が創意工夫してこうしたことを行うことができるように、

地方分権を進めていくことが必要であると思います。 

 先ほど八代先生の指摘にもありましたけれども、ＩＣＴの積極的活用は、極め

て大きなことであると思います。情報通信は私ども総務省が担当しておりますけ

れども、例えば、レセプトのオンライン化でありますが、韓国は90％以上達成し

ています。年間、総診療費の21％に当たる６兆ウォン、日本円に直せば7,500 億

円の削減効果があったと言われておりますので、我が国でもＩＴ新改革戦略にお

いて、2011年度から原則としてすべてオンライン化することになっておりますけ

れども、やはり目標年次の前倒しを検討すべきではないかと思います。 

 また、アメリカなど欧米先進諸国では、医療情報のデータベース化も進めてお

りまして、これも重複した医療行為の削減や医療水準の確保、病気の予防、医療

機関の連携を推進する意味で極めて大事だと思っております。我が国では2010年

度を目標にして行われていますけれども、これもやはり前倒しをする必要がある

のではないかと思っています。 

 いずれにせよ、こうしたことを駆使しながら社会保障費の削減に努めるととも

に、持続可能な社会保障ができるよう、厚生労働省と連携をしながらやっていき

たいと思います。 

（大田議員）  甘利議員から資料が提出されています。 

（甘利議員） 「社会保障制度改革に向けた課題」という資料を提出させていただい

ております。 

 「基本的な考え方」でありますが、経済成長と社会保障の安定の好循環を生み

出す。高めの経済成長というものは、社会保障財政を安定させる。将来世代が豊

かになることを通じて、世代間の格差を改善する効果がある。他方で、仕事への

意欲やスキルアップを促すような社会保障制度というものは、経済の成長力を高

める。互いに影響し合う好循環を生み出すということであります。 

 「直面している課題」ですけれども、負担増や給付の削減の前に、高コスト構

造を是正することが重要だという民間議員の提案については、認識が一致してお

ります。 

 経済産業省の提案は、「努力が報われる社会保障の仕組み作り」によって高コス

ト構造の是正、これに加えて医療等の質の向上、新しいサービス産業の育成を同

時に実現することを目指したものであります。少子高齢化が進む中で、現役世代

や企業の過度な負担増を避けることが重要であります。そのためには、医療等の

国民福祉の質を落とさずに効率を高める努力を行うことが大切です。具体的には、

医療・介護・生活保護の分野で「努力が報われる社会保障の仕組み作り」を軸と

した一体的な改革を進める。これによって医療・健康分野での新サービスの創出

につなげるということです。 
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 具体的な施策でありますが、幾つか挙げております。 

 ①として、もう既に言及されていますが、「電子カルテの普及等ＩＴ化の促進、

経営人材の育成などによる医療経営の効率化」。医者であるけれども、経営者では

ないという人が随分いるわけですから、経営の効率化もしっかり図る。ＩＴの活

用促進に向けて、医療情報の円滑な流通のための標準化が完全にできているとは

まだ言えません。それから個人情報のセキュリティ。個人情報が飛び交うわけで

すから、セキュリティ確保のための基盤整備を進めるということであります。ま

た、経営手法に通じた人材を育成して、合理的な経営管理手法の導入を促進する。

公的病院の非効率体質が随分指摘されていますが、経営管理手法の導入を図って

効率経営を図る。 

 ②として、「医薬品・医療機器分野でのイノベーションの活性化」。医学・工学・

薬学など広範な技術の融合を進めるということ。それから薬事審査の迅速化。こ

れは随分指摘されていますが、その環境整備を図るということであります。 

 ③として、「健康情報を活用した国民の健康な生活の実現と医療費の適正化」。

健康診断大国とよく言われますが、国民はかなり健康診断をしていて、その検査

結果等を持っているわけですが、これが何も活用されていない。個人による予防

健康管理を推進するために、散在する自分の健康情報を身近に活用しやすくする。

そのために、医療の情報化に合わせて共通の基盤整備、プラットフォームに向け

て取り組む。 

 未来住宅モデルハウスというものを各電機メーカーがつくっていますけれども、

そこでは、将来は毎朝トイレに行くだけで尿データがセンターに届く。健康診断

のために体調を整える人がいますけれども、尿の糖や蛋白など、普段の生活にお

ける状況のデータが、毎日情報センターに届く。未来住宅モデルハウスでは、ベ

ッドに寝ると心拍や無呼吸状況などのデータが、すぐにセンターに送られるとい

うことも将来あるそうですが、そういういろいろなデータをプラットフォーム化

して、健康管理と医療に繋げていくことによって効率的な医療に資するのではな

いか。 

 ④としまして、「介護事業者が、高齢者を健康にしようと頑張るインセンティブ

を与える仕組みの拡充」。平成18年度から介護報酬のインセンティブ制度が通所系

サービス、デイサービスなどに試験的に導入されているところですが、これを訪

問介護等に拡充することが考えられる。介護施設では、重度の人を預かっている

方が経営上はいいのでありまして、軽度の人を預かっていくと収入が減るという

仕組みになっています。ですから、軽度にしていくインセンティブが働くように、

いろいろな方面から考えられないか。 

 ⑤として、「生活保護について、働くインセンティブを与えて、保護から卒業で

きる仕組み作り」。就労支援等を行う自立支援プログラムが一部の先進的自治体で

は導入されていまして、これを全国に広げるということが考えられる。現行制度

では努力して収入を増やしても、生活保護費がその分減額をされてしまって総収

入が増加をしない、だから働かない。生活保護から脱することができない。そう
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ではなくて、総収入も増える仕組みに改めて、働き始めるエネルギーを引き出す

ことが必要ではないかと考えております。 

 以上です。 

（大田議員）  官房長官から補足的に御報告があると伺っています。 

（塩崎議員） お手元に「新健康フロンティア戦略賢人会議について」という資料を

お配りしています。今、４人の方からそれぞれ医療・介護を中心に社会保障制度

についてお話がありました。費用の適正化が一番のポイントになっておりますけ

れども、もう少し明るい角度から、国民の健康寿命の延伸や予防の視点が重要で

はないか。また、医薬分野などでの科学技術の進歩は経済成長にも資するという

ことで、先の総理の所信表明演説の中で提唱された「新健康フロンティア戦略」

について、官房長官の下に賢人会議をこのほど置くことにいたしまして、有識者

の方々や関係閣僚に御参集をいただいて、新戦略の策定に向けて御論議をいただ

こうとしております。 

 この「新健康フロンティア戦略」については、総理から２つ指示がございまし

た。第１点は、国民の健康寿命の延伸に向けて、子ども、女性、働き盛り、高齢

者、こういった国民それぞれの立場に応じて、科学技術に裏づけられた知見を背

景に、予防を重視した健康づくりを国民運動として展開するものにすること。第

２点は、同時に病気を患った方や障害のある方についても、技術と医療などの提

供体制の両面からのイノベーションを通じて、それぞれの方が持っておられる能

力をフルに活用して、より充実した人生を送っていただけるようにするための支

援をすること。こうした御指示を総理からいただいておりました。今後、この指

示に従って、早々に第１回会合を開きまして、４つの分科会を設けて新戦略を策

定すべく取り組んでいき、社会保障全体の費用の適正化も同時に達成できればと

思っているところでございます。 

 以上です。 

（大田議員）  では、自由討議に入ります。尾身大臣どうぞ。 

（尾身議員） 社会保障改革につきましては、社会保障関係費が国の一般歳出の４割

を占めておりまして、財務大臣としては、財政健全化に取り組むに当たりまして、

この抑制が不可避であると強く感じている次第でございます。 

 民間議員のペーパーにありますように、今後５年間の改革努力で、国費1.1 兆

円、国・地方合わせて1.6 兆円の抑制を確実に達成する必要があると考えており

ます。平成19年度においては、社会保障関係で2,200 億円の削減を行うために、

雇用保険の国庫負担廃止を含む見直し、生活保護に係る各般の見直しを中心に改

革を進めていく必要があると考えております。 

 先日、ある市長さん等が参りまして、生活保護費の申請をどんどん許可しない

といけない状況なので、何とかしてもらいたいという話がございました。あなた

は市長だから決められるのではないですか、と言ったところ、例えば、医師の診

断書が２通必要であるといったように、国の基準がもう少し厳しくされると許可

しなくていいのだけれども、今の基準だと許可せざるを得ないことになっており、
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担当者も非常に矛盾を感じているとのことでした。このような要望についても是

非お考えをいただきたいと思います。 

 「基本方針2006」に示されているような削減案を確実に達成するためには、医

療・介護について更なる改革を行い、給付の伸びを抑制することが不可欠である

と思っており、診療報酬や介護報酬の抑制も不可欠であると考えております。ま

た、患者負担の見直しや、公的保険給付の範囲の見直しなどについても不断の改

革が必要であると考えておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 コスト抑制に取り組みつつ、サービスの質をよくすることを担保していくため

に、利用者の多様なニーズを踏まえたきめの細かい対応が必要であると思ってお

ります。例えば、私の地元で介護施設を運営している人がおります。これは、一

般財源化され、都道府県の単独の事業となっておりますが、個室にしないと補助

金を出さないということを言われております。個室の場合には、個人負担が12万

円、４人部屋の場合には７万円で、入居希望者は４人部屋の方がずっと多いんで

すけれども、補助が出るためには、ユニット制にしなければいけないという現実

の運用がなされています。個室をつくるとコストもかかるし、入居希望も少ない

のだけれども、そういう基準になっているため、４人部屋はつくられないという

ことがあります。実は４人だとお互いに面倒を見合うというメリットがあり、個

室の場合には大変に手もかかるし、逆にお金もかかるわけで、このあたりについ

ても、現実を踏まえて本当の意味で行き届いた、かつコストの低い方法があるの

ではないか。そういった、現場が抱える問題点もありますから、このような点に

ついても、是非、柳澤大臣にお考えをいただきたいと思います。 

（大田議員）  いろいろな意見を伺った後、お答えいただいてはどうかと思います。 

（八代議員） 柳澤大臣より改革に向けた力強いお言葉を頂きましてありがとうござ

いました。また菅大臣、甘利大臣からもサポートを頂きましてありがとうござい

ました。 

 今、尾身大臣からもお話がありましたが、これからますます社会保障給付の抑

制や、負担増が必要になってくるわけですが、それを国民に納得してもらうため

にも、まず高コスト構造の改革を着実に実施しなければなりません。柳澤大臣か

らは少なくともコスト改革の項目だけは出していただけるということですが、問

題は項目の解釈がいろいろあるということで、例えば、包括払いはもうやってい

ると言われましたが、日本で言う包括払いというものは、病院であれば１日定額

という世界に例のない中途半端なものであって、本来の包括払いとはかなり違う

ものでありますので、そういう具体的な中身をきちんと詰めるためにも、財政効

果に関する数量目標を設定しないと、本当の意味のコスト削減努力に対する国民

の理解は得られないのではないか、また、ＰＤＣＡもできないのではないかとい

う点がポイントだと思います。 

 項目は出すけれども、厚生労働省の方でその効果の推計が難しいということで

あれば、民間議員の方で一定の前提を置いて、その効果を推計することを検討し

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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（大田議員）  ほかに御発言はありませんでしょうか。 

 では、柳澤大臣。 

（柳澤臨時議員） 簡潔にお話し申し上げます。 

 今の標準化の件については、基本的に慢性の方は１日ということでやっている

ことは御指摘のとおりですけれども、急性の方も既に手がけているということも

ありまして、標準化については、グローバルスタンダードがもしあるとすれば、

それにすり合わせをしていかなければいけないので、これからの課題として取り

組ませていただきます。 

 ＩＴ化については、今、菅議員の方からお話がありまして、少しスピードが足

りないのではないかという御指摘がありました。この点についてはスピードアッ

プしたいと思っておりますけれども、厚生労働省としても有識者会議等を開きま

して、どういうことが可能であるかを審議中でございます。それも踏まえて、で

きるだけスピーディに取り組ませていただきたいと思います。 

 新薬の審査の迅速化は、先般の安倍総理の所信表明でも、イノベーションの１

丁目１番地に医薬を掲げていただきました。かなり印象深く受けとめさせていた

だいて、私の責任において、これはしっかりやらなくてはいけないと思っており

ます。その場合、臨床に近い医薬研究に注力すべきとの方針のもとで、研究・開

発・生産の色々な段階でかかる時間について、もっとスピードアップしなければ

ならないということで、現在、これも有識者会議を設けて取り組ませていただい

ております。 

 先ほど甘利議員の方から「健康診断大国」という大変おもしろい言葉もいただ

きました。これにつきまして、今度の生活習慣病の対策では、保険者が、健康診

断の後に被保険者への保健指導をするんですが、その結果、効果が上がったとき

には一種の報奨金みたいなものが出るという仕組みをつくっていますし、また、

効果が上がらないときには、ペナルティを課すというような仕組みにもなってお

ります。こういったことをよりビビッドに運用して、単に健康診断をして、結果

を机の引き出しにしまってしまうといったことは避けたいと思います。確実に保

健指導、保健の行動に結びつくようにいたしたいと考えております。 

 尾身議員の方からユニット制の話が出ました。確かに、我々は特別養護老人ホ

ームにつきまして、ユニット制を推奨することをいたしました。これは終の住み

かということを考えたときに、いろいろな具体のケースのレッスンからそのよう

にしましたが、それでなければいけないということは言っておりませんし、それ

に、今は両方とも国の補助対象から外れてしまいましたので、そういう意味では、

厚生労働省の指導や奨励からは離れているということを御理解賜りたいと思いま

す。 

（丹羽議員） 先ほどの八代さんの話と厚生労働大臣のお話の中で、私も官庁全体の

政策評価制度について数年間関与してきておりますが、共通して言えますのは、

やはり数値化や目標が非常に不明確であること。だから評価が非常に難しいわけ

です。今回の場合もそうですけれども、これから５年間で高コストを是正すると
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いう目標を達成するにあたり、特に海外に比べますと、日本の１人当たりの医療・

介護のコストは、まだまだ改革すべき点が非常に多いのです。非常に難しいとい

うことはよくわかりますし、数値化することが難しい分野はたくさんあります。

しかし、外国の政策評価を見ていると、かなり数値化が進んでいる。そういう意

味から言いましても、難しいのはわかるけれども、厚生労働省には大変頭脳明晰

な方もたくさんおられるでしょうから、できるだけ数値化にもっていく、しかも

期限を決める。そうしないと評価ということは非常に難しいわけです。極めて裁

量的なままでは、一体どれぐらい達成されたか分からず、ＰＤＣＡはなかなか実

行できないんです。柳澤大臣には大変な御苦労をかけるかもしれませんけれど、

是非、数値化、期限の設定を行って、ＰＤＣＡが効果あるものになるように、本

当に国を挙げて全力で取り組まなければいけない社会保障改革ですから、御尽力

を是非お願いしたいと思います。 

（大田議員）  大臣、この点はいかがでしょうか。 

（柳澤臨時議員） これは、少しでもこの面にタッチされた方は、政治的にかなり難

しい状況の中で一定の結論を得ていかなければいけないということが従来ありま

して、しかも制度を仕組まないといけないということを認識されていると思いま

す。そういうこともあり、私はその点についてかなり慎重な言い方をさせていた

だいたし、現実に行うということになりますと、おっしゃることはよくわかるん

ですけれども、これまでの改革のプロセスをよく見てみると、なかなか困難な問

題であると思っております。 

（大田議員）  項目はお出しいただくということなんですが、これは民間議員の御提

案にあるように、今年度内を目途に、項目を入れたプログラムは御提示いただけ

るということでよろしいでしょうか。 

（柳澤臨時議員） プログラムというのは、結局、1.1 兆円の中でどのぐらいをコス

ト削減でやれるかということです。そうすると、これは数値・金額ということに

なり、先ほど言ったいろいろな関係のところに響いていくことがあって、それを

前広に打ち出して、そこから生まれる政治的ないろいろな状況を乗り切っていく

のかどうか、このあたりが１つの課題として私の頭の中に浮かんでございます。 

（丹羽議員） この問題はかなり長い間検討されてきたと思うんです。一歩踏み込む

ということをしませんと、またこれから５年間ぐらい今のような形で推移してし

まうということで、柳澤大臣の時代に、是非この５年間で「よし」ということで

一歩踏み出さないと、ほとんど改革はできないということになりかねないと思い

ますので、歩幅は小さくてもいいから一歩踏み出してもらうということを是非お

願いしたいと思います。 

（大田議員）  今までもいろいろな改革はなされておりますし、しっかりと高コスト

構造を是正するという柳澤大臣の御発言もありました。ただ、一方で、５年間の

歳出・歳入一体改革を計画的に実施するということは、総理の所信表明演説の中

でも指摘されておりますので、来年の「骨太の方針」に向けて項目をお出しいた

だいて、それをもとに民間議員にも推計をしていただいて進めていくという方法
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をとらせていただいてはどうかと思います。 

 ほかに御議論は。 

（伊藤議員） 少し細かい話なんですけれども、国民に具体的に改革が進んでいると

いうイメージを持っていただくことが重要で、例えば、健康保険証をカード化し

たところもありますけれども、紙ベースで一家に１枚渡されて、５人家族だと５

人が同時に病気になると非常に面倒なことになるといったことがありますが、健

康保険証をカード化してＩＣカードにすれば、先ほど言った電子レセプト等々と

連動して、資格の確認や医療費の通知なども自動的になされるわけで、電子政府

ということであれば、カードリーダーの設置に補助金をつけるなど、是非そうい

うところからインセンティブをつけると分かりやすい。パスポートの電子申請の

ように、５年や10年に一度ということではなく、ほぼ毎月のように使うところか

ら、電子政府というものが見えるということも非常に重要だと思います。 

（大田議員）  どうぞ。 

（甘利議員） 大赤字の公的病院を民間が引き受けて黒字化したという例はたくさん

あるんです。大赤字のころの公的病院の医療の給付の質に比べて、民営化して黒

字になったときの質が落ちたかというと、実はそうではない。患者が、公的病院

の方が予算的に何の心配もなくやっているから皆がそこに行くかというと、実は

民間の方が医療の質が高いという例があるんです。全部とは言いませんけれども。

国民にとって医療費を削るということで１番嫌なことは、質を削って節約すると

いうことで、そういう手法はとってはいけない。効率的にやって質が落ちないで

黒字経営になるという、そこの差をしっかり見て、公的医療にそのスキームを当

てはめていくというだけで、相当な節約になると思うんです。これをもっと進め

るのがＩＴ化なんです。その際に、この方式は隣の地域では使えないといったこ

とでは、わざわざ電子データを紙に変換をし直すといった訳のわからないことが

起きるわけです。だから、電子化の際には日本全国共通のプラットフォーム化が

ものすごく大事ですから、同一様式のもとで日本全国ということにすると、質を

落とすことはなく、高効率になるということでコスト削減がぐんと進むと思うん

です。 

（大田議員）  最後に大臣何かございますか。 

（柳澤臨時議員） 伊藤議員、甘利議員からお話のありました、ＩＴ化ということが

コスト削減に随分結びつくのではないかということは、私も容易に理解できると

ころでございます。いずれにしても、この問題には取り組む。先ほど菅議員が言

われたように、もう少しスピードアップすべきだということにも耳を傾けさせて

いただいて、これから取り組みたいと思います。 

（大田議員）  今日、民間議員からも柳澤大臣からも、取り組む視点では大体同じよ

うなものが出されました。それから高コスト構造を是正しなければいけないとい

うことは、ほかの大臣も皆同じ御意見だったと思います。この高コスト構造を是

正するプログラムにつきましては、なかなか金額は難しいというお話でありまし

たが、取り組むに当たっての項目をお出しいただいて、また民間議員も協力して
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推計していただいて、何とか計画的に実施していくための工夫をこれからしてい

きたいと思います。 

 菅大臣におかれても、公立病院のコスト是正に是非取り組んでいただければと

思います。 

（菅議員） その件で少しよろしいですか。私は副大臣のときに、ＮＴＴの病院を視

察したんです。ＩＴ化すると、いつもレセプトをトラックで運んでいたのが全部

なくなってしまうとか、レセプトの審査会の現場にも行きましたが、この部屋の

半分ぐらいに並べてある紙のレセプトが全部なくなってしまうということなので、

是非お願いしたいと思います。 

（大田議員）  今、お話も出ましたＩＴ化の重要性という点も共通しておりますので、

是非、厚労大臣には、この点でも前向きにお願いしたいと思います。 

 それでは総理。 

（安倍議長） 私はずっと国民に対してお約束をしてきているんですが、真に必要な

社会保障の質は落とさない。しかし、その社会保障の質というのはイコール給付

の金額ではないわけです。給付の金額に対しては負担もあるわけで、給付を受け

る人も、場合によっては負担もするということですから、負担のことを考えれば、

また、質を守っていくためにも、やはり効率化を徹底して図っていくことが大切

であって、質の向上と効率化を両立することが極めて重要であろうと思います。

そのためにも、本日、民間議員の皆様から御提案があった高コスト構造の是正は、

欠かせない政策だろうと思います。厚労大臣から改革についての御説明もござい

ましたが、是非このプログラムづくりに取り組んでいただいて、改革の道筋を示

していただきたいと思います。 

 また、社会保険庁についても、これは国民的な関心が極めて高いわけですが、

年金制度の信頼性にも関わってくるだろうと思いますので、解体的な出直しを行

わなければならないと考えています。 

（大田議員）  ありがとうございました。厚生労働大臣ありがとうございました。そ

れでは、ここで柳澤大臣は退席されます。ありがとうございました。 

（柳澤臨時議員退室） 

（大田議員）  では、冬柴大臣が御入室されるまで、しばらくお待ちください。 

（冬柴臨時議員入室） 

（大田議員）  それでは、議事に入りたいと思います。 

 公共投資改革につきまして、まず、有識者議員から御説明をお願いいたします。 

 

○集中審議③：２）公共投資改革 

（御手洗議員） 「公共投資の加速について」と題されております有識者議員４人の

連名で作成しましたペーパーにつきまして御説明をいたします。 

 これまで公共投資の分野では、歳出削減や様々な改革が行われてきました。し

かしながら、真に必要な社会資本への重点化や効率化の改革はまだ道半ばであり

ますし、入札談合に見られるような競争性という観点からの問題も残されており
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ます。また、国と地方の役割分担の見直しは十分に進んでおりません。そこで大

きく以下の４点を重点にして、公共投資改革を加速していく必要があると考えま

す。 

 第１の重点は、「歳出改革の継続」であります。この重点は２つの部分に分けら

れます。１つ目は（１）にあります「歳出削減の継続」です。真に必要な事業へ

の重点化や事業コストの官民格差是正による効率化を徹底して、国と地方の公共

投資の規模について、平成19年度において、前年比３％の削減をしなければなり

ません。また、その後４年間も、これまでの改革努力、すなわち、公共投資規模

の対前年度３％という削減を継続すべきであります。 

 ２つ目は（２）にありますように、「入札談合の廃絶」であります。国・地方と

もに一般競争入札の適用範囲の拡大など入札談合廃絶に向けた改革を断行し、競

争性・効率性、更には透明性を飛躍的に高めるべきであります。この点について、

国土交通大臣及び総務大臣は、年度内に具体的な改革案を経済財政諮問会議に御

提案いただきたいと考えております。 

 第２の重点として、「真に必要な公共投資への重点化」を挙げております。本重

点の内訳の１つ目は、「明確なＰＤＣＡルールの導入」であります。ＰＤＣＡルー

ルとは、ペーパーにもございますように、目標設定を行い、それを実行し、評価

した上で、その結果を踏まえて改革を含む新たな目標を設定するということであ

ります。今後、人口減少や過疎化等が進む中で、無駄を排除して、真に必要な公

共投資に重点化する必要があります。国土交通大臣は、公共投資のＰＤＣＡにつ

いて、現行の制度を更に強化するべく、以下のルールの導入について御検討いた

だき、その方針を、年度内を目途に経済財政諮問会議に御報告していただきたい

と考えております。 

 ２ページ目になりますが、このルールの内訳を説明させていただきます。ルー

ルの①として「個別事業の評価の厳格化」を挙げております。ここでは新規投資、

維持更新投資の両方を対象に費用便益分析を実施すること。環境改善効果などの

間接的効果をどこまで便益に参入できるかなど、費用便益分析の評価の手法や範

囲を統一化すること。費用対便益の採択基準を、１を相当上回る水準に厳格化す

ること。この３点を掲げております。 

 次に、ルールの②として「予算への反映を強化」することを挙げました。具体

的には、事前評価に比べて事後評価の方が低い事業が多い公共事業分野について

は、新規の予算配分を削減する仕組みを導入することを掲げております。 

 ルールの③として「長期計画におけるＰＤＣＡサイクルの強化」を掲げました。

社会資本整備の長期計画の改革が公共投資の重点化や効率化にどの程度成果をあ

げているかを検証し、新計画に上記①の「個別事業の評価の厳格化」や②の「予

算への反映の強化」を含めた改善策を措置することを掲げております。 

 「真に必要な公共投資への重点化」、この重点の２つ目の目標として「国土形成計画

の策定」を掲げております。国土形成計画は活力のある広域経済圏の形成に向け、

効率的、効果的に社会資本整備を行うために重要な役割を担います。その策定に
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当たっては、各地域におけるプライオリティを明確にし、限られた予算内での戦

略的整備を実現すべきであります。 

 ２ページの中段になりますが、第３の重点は「国と地方の明確な役割分担」で

あります。国と地方の役割・責任を、重層構造ではなく単純明快な構造とすべき

であると考えます。このため、国の直轄事業の地方負担をなくすとともに、補助

事業はできる限り地方単独事業に転換すべきであります。地方分権改革を推進す

るため、国土交通大臣は公共投資の分野における分権改革に関する今後の取組方

針について、是非御検討いただきたいと考えます。 

 第４の重点は、「道路特定財源の一般財源化」でありますが、安倍総理の所信表

明演説における「現行の税率を維持しつつ、一般財源化を前提に見直しを行い、

納税者の理解を得ながら、年内に具体案をとりまとめる。」ということに沿って、

国民が納得できる改革を実現すべきであると考えております。 

 以上でございます。 

（大田議員）  それでは、冬柴臨時議員から御説明をお願いいたします。 

（冬柴臨時議員） 国土交通大臣で観光立国担当を命ぜられております国務大臣の冬

柴鐵三でございます。 

 「公共投資改革と『創造と成長』のための取組」という冊子を配付いたしまし

て、これに沿って説明をしたいのですが、何分ありますか。 

（大田議員）  なるべく短い方がありがたいです。 

（冬柴臨時議員） それでは、これは全てを細かく説明できませんので、資料に沿い

つつ、今日、有識者議員の４名から提起されました問題に論点を絞りながら説明

をさせていただきたいと思います。 

 私は閣僚の一員として、2011年度の基礎的財政収支の黒字化に向けて基本的に

財政再建に協力することは当然であると認識をいたしております。資料の１ペー

ジの左上の表を見ていただきたいと思うんですが、これは平成２年度、すなわち

バブル崩壊前から今日平成18年度までの公共投資、公共事業関係費を、国費ベー

スで棒グラフにあらわしたものでございます。平成２年度、平成３年度の頃は、

バブル崩壊前で、補正後は資料にありますように８兆1,000 億円という規模でご

ざいました。それがバブル崩壊後、平成10年度の小渕内閣の時、デフレスパイラ

ルに落ち込むかというような時には補正後で14兆9,000 億円が計上されました。

しかしながら今年度は、当初でございますが７兆2,000 億円と半額以下になって

ございます。私は平成19年度予算も３％の削減をすべきであると思っております。

そうしますと、やはり2,000 億以上削りますので、６兆円台に入ってくるという

ことがわかります。一時から見れば１兆円を超える額が削られておりまして、大

変厳しい状況ではございますけれども、プライマリー・バランス黒字化の至上命

題に協力すべきだと思っております。 

 しかしながら、総理がおっしゃるように、子や孫たちに、自信と誇りを持てる

ような美しい国日本を形成、建設していくのが国土交通省の使命であると考えま

すと、やるべき仕事はものすごくあるわけです。例えば、「安全・安心基盤の確立」
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という意味で、地震や河川の氾濫、高潮というような天災もありまして、それに

対する防御は必要でありますから、莫大な費用がかかる。 

 それから「国際競争力の強化」であります。少子高齢社会を迎えまして、日本

は四面環海の国でありますので、海を越えて市場、生産を拡大していかなければ

ならない。そのためには、すべての原材料、資材は海を越えて参りますから、国

際港湾の構築、あるいは国際空港の早期整備が非常に急がれるわけで、またその

国際空港や港湾から生産拠点、あるいは消費拠点に運搬をする道路や新幹線のネ

ットワークを早急に整備しなければならない。これは激しさを増す国際競争力に

勝ち抜くためには、どうしても必要であると思っております。また、「地域の自立・

活性化」でございます。これは今日総理に御報告申し上げましたけれども、従来

の県を越えて日本の本州と四国、九州を８ブロックに分けて、その中で民間の力

も借り、地域が自主的・自律的に連携を深めながら、どのようなブロックづくり

をしていくのか考えていただく。そして国はそれを手助けする、その方策につい

て、国土交通省で早急に政策をまとめてほしいということでやっております。 

 また、「柔軟で豊かな生活の実現」ということでは、少子高齢社会に向けて、高

齢者のバリアフリーや、あるいはユニバーサル社会という問題が非常に大事でご

ざいます。 

 そういうことを考えますと、この有識者議員からの御提案でございますが、平

成19年度は３％身を切られることは覚悟していますけれども、その後４年間も

３％ずつ削るということは大変お受けしにくい。今年の６月から７月にかけて財

政・経済一体改革会議で議論し、閣議決定した「歳出・歳入一体改革」では、大

激論をした末、公共事業関係費については１％から３％の範囲で削減をする、１％

は削る、しかし３％以上は削らないというところで調整して閣議決定していただ

いたところでございます。なぜかと言いますと、今までは３％ずつ削ってきたの

は、デフレ下にあって、資材も人件費も非常に廉価に求められたからです。しか

しながらこの４年間は、同じく財政・経済一体改革会議で議論し、決定した「新

経済成長戦略大綱」によれば、実質で2.2 ％は成長させよう、また、名目では３％

の成長を目指そうではないかとなっています。こうなりますと、３％削減した上

に、なお資材や人件費の値上がり分を入れますと、ますます窮屈になってしまう

わけでございます。 

 こういう激論の末、１％ないし３％ということの合意ができ、閣議決定したも

のでございます。これまでの改革努力を継続すべきという点は、そのとおりだと

思います。しかしながら、全部３％でやれということは、大変やるべきことが多

いだけにお受けしにくいと思います。 

 談合の廃絶は当然のことでございます。国土交通省におきましては、平成18年

４月から、それまで直轄事業の一般競争入札方式を従来７億2,000 万円以上とし

ていましたのを、２億円以上に引き下げをいたしました。それから予定価格の２

億円以上ということで、金額ベースで３分の２まで拡充したわけです。また、総

合評価方式、これは安いだけではなしに品質が保証される方式でございますが、
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これも金額ベースで８割まで拡大することにいたしております。 

 それから「入札ボンド」制度というのは、一般競争方式導入のための条件整備

ですが、これについても、東北あるいは近畿の整備局で今年10月から試みに採用

いたしておりまして、これを資料としまして、８つの整備局全部で北海道も含め

てやっていく予定で思っておりますけれども、今しばらくは、その成果を見なけ

ればならないと思います。 

 談合に対するペナルティでございますけれども、今まで入札禁止期間12か月を、

昨年10月から24か月まで広げました。損害賠償の予定額ですけれども、これは10％

の範囲で合意できるようになっておりましたけれども、これを15％まで引き上げ

ました。これは大変なことでございまして、こういうことを国はやってきており

ます。しかし、国はしばらくないですけれども、地方で不祥事が続発しておりま

す。そういう意味で、国で我々がやっている取組みを、地方団体までいかに広げ

ていくかということは、総務大臣ともよく協力して取り組みを進めたいと思って

いるところでございます。有識者議員ペーパーに、経済財政諮問会議に入札談合

の廃絶のための改革案を提案いただけないかと書かれておりますが、今述べたこ

とをもう少し具体的にして年度内に提案したいと思っています。 

 それから「真に必要な公共事業への重点化」の話でございますが、特にＰＤＣ

Ａルールを導入して、無駄を排除するということは、そのとおりでございます。

これも国土交通省におきましては、平成13年に成立した行政評価法の施行を待た

ずに、平成10年から新規投資や更新投資のいずれについても事業評価を採用いた

しております。そして、第三者委員会の知見を求めるべく、公共事業評価システ

ム研究会を立ち上げております。中村英夫武蔵工業大学の学長を委員長として、

ほか７名の学者の先生方、これを親委員会としまして、その下にそれぞれ事業評

価手法検討部会のほか、道路事業評価手法検討委員会、河川、海岸事業、都市公

園、下水道事業等の各委員会を置いて、平成10年からやっていただきまして、評

価をしているところでございます。 

 これを実施いたしまして、その再評価の結果を受けまして、過去８年間、平成

10年度から17年度まででございますけれども、356 事業７兆円に及ぶ事業を中止

いたしております。これは御提案をいただいたように、いわゆるＢ／Ｃ、ベネフ

ィットとコストとの対応を分析しているわけでございます。ただ、第三者委員会

の先生方の知見でも、貨幣換算するにしても難しい問題があるということは指摘

がございました。道路の評価では、３つの便益しか貨幣換算することは妥当では

ないということになっております。道路を建設すると走行時間が短縮する、燃料

費など走行費用が減少する効果がある、交通事故の減少効果、これらが貨幣換算

できます。しかしながら、走行快適性の向上や沿道環境の改善、また交流機会の

拡大、あるいは新規立地に伴う生産や雇用の増加、これらは非常に大きな効果で

すけれども、貨幣換算は困難ということでございました。加えて、事業によって

便益は様々でございまして、河川事業と道路事業では便益を貨幣換算したとして

も、単純には比較はできないという問題もございました。また、国土交通省独自
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に事後評価を実施しています。なお、再評価に関しては、それを反映して事業を

やめるべきもの、予算要求をやめるべきもの、あるいは改善すべきものなどとい

うことをやっており、今８年目でございますので、これにつきましても報告をさ

せていただきます。 

 次に「国土形成計画の策定」でございます。これはプライオリティを明確にし

て、各地域において、限られた予算の中で戦略的に整備を実現する。全くそのと

おりでございます。今日、総理にも御報告を申し上げたところでございますけれ

ども、国土交通省といたしましては、地域で、民主導でつくっていただいた計画

といったものを後押しすることができる制度を研究し、将来皆様方の御同意が得

られるならば、経済産業省や総務省等と連携を密にしながら、立法化も射程に入

れながら検討をしているところでございます。 

 また、「国と地方の明確な役割分担」を、ということがございました。これもそ

のとおりでございます。ただ、これにつきましては、平成11年に第２次地方分権

推進計画が閣議決定されまして、これによって補助事業の整理合理化をできる限

り進めるべきということが盛り込まれまして、その線に沿ってずっと処理を進め

ているところでございます。ただ、補助事業をやめてしまうということは、少し

課題が生じるわけでございます。例えば、県と県の境の道路は、県に任せておく

と工事が進まないという問題が生じます。また、国が行ういろいろなイベントの

場合に、その周辺道路の整備も任せておいたらなかなかできないということがあ

ります。その点につきましては、閣議決定された地方分権推進計画に基づいてや

っておりますので、御理解をいただきたいと思っております。 

 最後に、「道路特定財源の一般財源化」でございますけれども、これにつきまし

ては、総理の所信表明でも盛られまして、「基本方針2006」でも、また行政改革推

進基本法でも、さらに遡れば、昨年の12月の政府・与党の申し合わせにおきまし

てもはっきりしているわけでございます。一般財源化を図ることを前提に、早急

に検討を進め、納税者の理解を得つつ、年内に具体案をとりまとめる。この方針

は１つも変わらないわけでありまして、私も財務大臣も、そしてもちろん総理も、

我が内閣で一致しているところだと思います。 

 ただ、もちろん配慮しなければいけないのは、そこでも盛られているように、

納税者の理解でございます。我々のところには、道路の特定財源の一般財源化は

反対です、と毎日言って来られる。それは決まったことなのですと説明するけれ

ども、それには反対だという文書を持ってこられます。また、道路整備に使わな

いのであれば暫定税率を廃止してもらいたい、という強い意向があります。これ

に対しては887 万人の署名簿まで私のところには届いております。それから知事

会、市長会、商工会など各方面からの陳情の８割が道路整備であります。地方の

道路は整備されていない。我々は道路特定財源の財源になる税金を、首都圏の人

よりも３倍も４倍もたくさん払っている。首都圏では公共交通機関が整備されて

いるけれども、我々のところは車がなければ生活できないということで、計算し

た書面まで持ってこられました。こういう人たちの御意見、御要望にどう応えて
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いくか。これは本当に知恵を絞らなければいけないと思っております。来年は統

一地方選挙や参議院選挙があります。そういう中で本当に7,000 万台の自動車保

有者や地方自治体の長の御意見を考えれば、この使い方は、本当に英知を絞って

やらなければならないということを強く感じるところでございます。 

 時間がありませんので、私の意見表明はこの程度にさせていただきます。何し

ろ、旧建設省、旧運輸省、旧国土庁、そして旧北海道開発庁等の業務、そしてま

た観光立国までたくさん仕事はありますので、残りは資料に書かれたものとして

割愛をさせていただきます。 

 以上でございます。 

（大田議員）  菅大臣から資料が出されております。 

（菅議員） 資料「公共投資改革について」を簡単に御説明させていただきます。 

 資料の１ページをご覧いただきたいと思います。地方の投資的経費がどのよう

になっているかを図で示させていただいています。 

 マイナス３％でこのまま５年間いきますと平成23年には13.1兆円であります。

この水準は昭和53年とほぼ同じ水準になります。なお、マイナス１％ですと14.5

兆円となりまして、それでも昭和60年以前の水準になります。私どもとしては、

この投資的経費については、国と歩調を合わせて抑制に努めてきており、これか

らもそういう形で「基本方針2006」に基づいて抑制に努めていきたいと思ってい

ます。しかし、そうした中でも先ほど国土交通大臣が言われましたように、やは

り真に必要とされるインフラ整備にメリハリをつけて使う必要があると考えてい

ます。例えば、スーパー中枢港湾や国際空港など、国際競争に勝つための不可欠

なインフラというものは、整備せざるを得ないと思っております。 

 先日、全国知事会の会長であります福岡県の知事が来られまして、いろいろと

懇談をしました。その中で、福岡県には自動車産業がどんどん来ているそうで、

競争相手は中国の広州だそうです。そこで福岡の１番の悩みは、工場間の道路の

連結がうまくいっていないことだそうです。そういうことで福岡県知事からも私

どもに対して道路の陳情がありました。 

 私どもは、国内の地域間格差について非常に多くの皆さんから言われています

し、国会でも質疑の大部分はこの関係であります。特に顕著なのは情報格差であ

りまして、携帯電話が通じないところやインターネットが使えないところですと、

若者が住まなくなってしまう。そういう意味で、そうした整備を早くやってほし

いという要望もたくさん来ております。そうしたことを考えながら、やはりメリ

ハリをつけた公共投資は必要であると思っています。 

 ２ページ目には、これも先ほど国土交通大臣が言われたんですが、国と地方の

役割分担の原則は、第２次の地方分権推進計画で書かれています。民間議員の皆

さんの提案の「国と地方の役割・責任を、重層構造ではなく単純明快な構造とす

べきである」。このことについては大賛成であります。公共投資においての国と地

方の役割分担については、これからも本格的に検討して見直しをしていきたいと

思っています。 
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 入札談合につきましては、地方公共団体の中で発注をめぐりこのところ不祥事

が発生しております。私自身も去る７日に綱紀粛正の通知を出したばかりであり

ますけれども、国土交通省と連携しながら、入札方式の検討や電子入札の導入な

ど、いろいろな試行錯誤を行っているところであります。総務省も一緒に年度内

に改革案を提出したいと考えています。 

 また、ＰＤＣＡでありますけれども、総務省が政策評価制度も所管いたしてお

りまして、丹羽議員には座長として大変お世話になっており、私ども大変感謝を

いたしております。これはやはり極めて重要なことでありますので、政策評価の

質の向上と、その評価結果が予算要求等に反映されるように、その推進に全力で

取り組んでいきたいと思っています。 

 道路特定財源についてのお話がありました。様々な税収の中で、１人当たり自

動車保有台数は地方が圧倒的に多いものですから、地方の自動車利用者の方がよ

り多く道路特定財源を負担しているというのは事実だと思います。様々な税制の

中でもここだけ、地方の方が非常に多いということであります。一方、地方の道

路整備は全体として遅れているということも事実であると思っています。地域間

格差や地方の活力創出を考えたときは、道路特定財源の有効活用も含めて考えて

いただければありがたいと思います。 

（大田議員）  自由討議に入りますが、時間が大変押しておりますので、恐縮ですが、

よろしく御協力をお願いいたします。尾身大臣。 

（尾身議員） 簡単に申しますが、来年度予算については、今年の８月に決めた概算

要求基準できちんと重点化・効率化を図っていきたいと考えております。 

 真に必要な公共事業の重点化につきましては、社会資本整備が著しい進捗をし

ていることや、人口減少社会の到来を考えますと、公共投資の重点化は避けられ

ない課題でありまして、真に必要な社会資本の整備を行うためにも、投資のメリ

ハリを一層強化することが必要だと思っております。 

 国と地方の明確な役割分担につきましては、これに対する見直しを不断に行う

ことは必要であると思っておりますが、他方、直轄事業の負担金は事業に伴う地

元の便益に対する負担という合理的な制度でもありまして、かつ負担金の存在そ

のものが便益の低い事業の抑制につながっているという面もありまして、これを

廃止することは、必ずしも適当でないと考えております。 

 道路特定財源につきましては、先ほどのお話のとおり、現行水準を維持しつつ、

一般財源化を前提として改革を推進していかなければなりません。納税者の理解

を得ることも含めて、国土交通大臣とも十分に協議しながら具体案を取りまとめ

ていきたいと考えております。一般財源化を前提とした見直しを実施するために

は、特定財源の仕組みそのものを見直すということが必要であること、また、予

算の実態としても一般財源の確保が必要であることが不可欠であると考えており

ます。いずれかが欠けますと、改革が後退することにもなるし、またその批判も

受けると考えております。大変に厳しい課題でございますが、この方向でしっか

りと結論を出していきたいと考えております。 
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（大田議員）  では、伊藤議員。 

（伊藤議員） 先ほど冬柴大臣の方から公共投資と経済成長、あるいはデフレ・イン

フレとの関係のお話がありましたが、公共投資の１つの役割は、これまで補正が

不況の年に突出していることから分かるように、景気対策ということがあったと

思います。その観点からいくと、景気がよくなる時には、公共投資の役割の中で

景気対策の部分は小さくなっていく。つまり、削減率は経済成長率が高いときに

は、むしろ拡大しても構わないという論理も成り立つわけで、必ずしも景気がよ

くなってきたから手綱を緩めてもいいということにはならないと思います。 

（大田議員）  丹羽議員、御手洗議員、八代議員お願いします。 

（丹羽議員） 公共投資を平成20年度以降３％削減するのは、非常に難しいというお

話がありましたけれども、他国に比べてＧＤＰ比でどれぐらいの公共投資が行わ

れているかといいますと、ＯＥＣＤの資料によれば、アメリカが2.5％ 、ドイツ

が1.4％ 、イタリアが2.4％ 、イギリスが1.89％、大体毎年それぐらいのレベル

で推移しているんです。日本は3.9％ ということで、日本の比率は非常に高い。

数字だけでは言えませんけれども、まだまだいろいろな無駄や非効率な面を排除

することができる。 

 先ほど菅大臣がおっしゃいましたが、行政評価は、今、自己評価なんです。例

えば、国土交通省の中で国土交通省の人が評価するわけです。それを総務省の下

の、我々の評価委員会が第三者の目で評価をする。しかしながら、総務大臣は勧

告権しか持たないんです。これでは予算に反映する力はないので、総務大臣の予

算への反映力の権限をもう少し強めないと、実質的にＰＤＣＡはワークしないと

思いますので、その辺は、是非、御配慮をお願いしたい。 

（大田議員）  御手洗議員、お願いします。 

（御手洗議員） 包括的に公共投資を重点投資化・効率化することにつきましては、

民間議員とベクトルが合っていて非常にありがたいと思いましたが、少しコメン

トさせていただきたいと思います。冬芝臨時議員から３％削減を平成19年度より

後の４年間も続けることについては非常に難しいというお話がありましたが、民

間議員としましては、入札の更なる改革や公共投資の更なる重点化が必要と考え

ています。競争入札の事業規模を更に引き下げる、あるいは無制限にすべて入札

にするといった工夫、それから先ほど冬柴臨時議員が言われたように総務大臣と

協力して、地方の改革にこれを広めていくということ等、まだまだ取組の余地が

あると思うので、是非これは続けていただきたいです。 

 また、国と地方の役割を明確にすることについては、非常に難しいという話も

ありましたし、いやできるという話もございました。しかしながら、これを明確

にしないことが、重層構造を生んで責任体制が不明確になる要素にもなっており

ます。また、いろいろな公に対する依存体質を生む原因にもなっております。先

ほど冬柴議員が言われましたように、４つの重点対策の中で地方の自主性を重視

し、広域的な観点から最も合理的な線引きをして、国と地方の役割分担を明確に

することによって合理化していただきたいということを言いたい。 
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 以上です。 

（八代議員） 冬柴大臣がおっしゃったことは、一言で言えば、公共投資は削減すべ

きものは削減するけれども、必要なものはやるべきだとおっしゃっていることと

思います。具体的に別の表現で言いますと、民間議員ペーパーにありますように、

費用対便益の採択基準を「１」を相当上回る水準に厳格化するということで、例

えば、ドイツでは「３」以上、ニュージーランドでは「４」以上というように非

常に高く設定しており、コストの３倍や４倍便益がある公共投資に各国は重点化

しているわけであります。そうすれば、先ほど尾身大臣がおっしゃったように、

地方の負担金がなければ無駄な国道ができてしまうといった御心配もなくなるわ

けです。その意味ではコストの少なくとも３倍以上効果がある公共投資に重点化

するというルールを担保すれば、無駄な公共投資はできないのではないかと思う。

それによって公共投資額のマイナス３％を達成することは決して不可能ではない

のではないかと考えております。 

（甘利議員） 真に必要な公共投資への重点化でありますが、経済成長戦略推進要望

の枠組みを活用して、スピード感をもって優先的に整備する。具体的な視点であ

りますが、アジアとの距離を短縮する港湾等の機能強化、スピーディでシームレ

スかつ低廉な国内、国際一体となった物流の実現が必要。これに関連して、国際

物流競争力パートナーシップを構築し、日ＡＳＥＡＮ経済大臣会合等を通じてＡ

ＳＥＡＮ各国に呼びかける予定であります。 

 それから企業立地の推進と産業集積の機能強化。企業立地、産業集積の推進と

インフラ整備を戦略的に展開する。そしてインフラ整備と制度整備の連動。物流

インフラを効果的に活用するためにはソフトな施策との連動が必要。電子タグの

活用、関税法の運用緩和、日本版ＣＴＰＡＴの導入等といった関税関連制度の整

備。これらが一体的に行われることが必要。 

 以上です。 

（大田議員）  官房長官に御発言いただいて、最後に冬柴大臣に御発言いただきます。 

（塩崎議員） 様々な国民のニーズがあることは、今日もそれぞれの議員の方々から

提示されました。しかし、政府として国民に対して約束していることがございま

す。 

 第１点。例えば、道路特定財源の問題なども極めて難しい問題ではありますが、

国民に対して分かりやすい結果を出すために議員の皆様方にもお知恵を是非出し

ていただきたい。 

 第２点は、入札談合の話が今日民間議員の方から出ましたし、それぞれ出まし

たが、１つは今国会に官製談合防止法が出ており、与党としてこれも取り上げて

いこうということでありますけれども、これはかねてから議論していることなの

で、答えを出していただくように国会にも働きかけていきたいということ。 

 もう１つは、この裏腹に必ずある問題は公務員制度改革だと思います。今、有

効な行為規制を含む中馬提案がございますが、それらを含めて、公務員制度もセ

ットで考えていかないとこの問題は廃絶できないのではないか思いますので、ど
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こかの時点で御検討願えればありがたいと思っております。 

（大田議員）  冬柴大臣。たくさんあるかもしれませんが、簡潔にお願いします。 

（冬柴臨時議員） 申し上げたことに尽きます。１つ落としていましたけれども、観

光の問題で補足します。2010年までに訪日外国人旅行者数1,000 万人達成という

宿題をいただいております。去年中国から日本に来た人は65万人ですけれども、

日本から中国に行った人は339 万人なんです。これをイーブンにするだけでほぼ

1,000 万人を達成できますが、現状ではビザの発給など、日本は少し特殊な点が

あります。総理にも御指示をいただき、50兆円近い経済波及効果があることなの

で、是非関係省庁と調整しながら、観光立国を頑張ってまいりたいと思います。 

 御手洗議員から入札は全部一般競争方式で言われましたけれども、7.2 億円を

２億円に、今年度から引き下げて行っております。それを見ながらどこまで引き

下げられるか、ということですが、これは相当事務が煩雑になりますので、どう

ぞ御理解を賜りたいと思います。頑張りますのでよろしくお願いいたします。 

（大田議員）  ありがとうございます。時間がなくて申し訳ありません。 

 平成19年度に３％削減ということは冬柴大臣からお話がありました。その後の

４年間については、引き続きの課題としたいと思います。それから入札談合の廃

絶に向けては、冬柴大臣と菅大臣、御協力の上、解決策をとりまとめていただき

たいと思います。それから、公共投資のＰＤＣＡサイクル、もう既にやっておら

れるということでありますが、今日の民間議員の御提案を受けて、更に踏み込ん

だ御提案をお願いしたいと思います。国と地方の役割分担、道路特定財源につい

ては、引き続きの検討としたいと思います。 

 総理からお願いします。 

（安倍議長） 小泉改革の５年半の間に、公共投資についても歳出についてもいかに

改革を進めてきたかということは、冬柴大臣から示していただいた今までの歳出

の実績からも明らかではないかと思います。だんだん改革の果実が出てまいりま

すと、そろそろ一休みしたらいいのではないかという雰囲気もありますが、しか

し、ここはやはり踏ん張りどころであって、我々はしっかりと小泉改革を継続し

ていく。この歳出の改革、あるいは公共投資の改革についても、これはもう進め

ていくという強い意思を示していくことは大切であると、私もその考えでありま

す。そのためにも「基本方針2006」に沿って、まずは平成19年度予算から着実に

３％削減を実行していきたいと思っています。 

 公共事業について、削減すべきは削減いたしますが、必要な事業はきちんと行

っていくことが必要である。これは、私は何回も申し上げてきている通りであり

ますが、そのためにも民間議員の皆様から御提案があったルールがやはり重要な

のだと思います。是非、また冬柴大臣におかれましても、改革案を策定していた

だきたいと思います。 

 また、道路特定財源の一般財源化については、現行の税率を維持しつつ、一般

財源化を前提に見直しを行い。納税者の理解を得ながら、年内に具体案をとりま

とめると、これまでも所信表明演説等で申し上げてきたところでございますので、
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この方針に沿って、国民が納得できる改革を実現できるように、また経済財政諮

問会議においても検討を続けていただきたいと思います。 

（大田議員）  それではあと、予算編成の基本方針に向けての事項案がございますの

で、手短によろしくお願いします。 

 

○平成19年度予算編成の基本方針（事項案）について 

（藤岡内閣府政策統括官） お手元に、資料「『平成19年度予算編成の基本方針』事項

案」を配付させていただいております。安倍内閣発足後の議論及び「基本方針2006」

を踏まえた項目立てとなっております。時間の都合上恐縮でございますが、配付

させていただいたということで、次回の諮問会議の原案の議論の時に併せて御議

論いただければと思います。 

 以上でございます。 

（大田議員）  また、事務方を通して御意見を承ります。どうしても今日中にという

御発言がありましたら。よろしいでしょうか。尾身大臣、よろしいですか。甘利

大臣もよろしいですか。 

 恐縮です。不手際で時間が超過いたしまして申し訳ございませんでした。この

事項案につきましては、次回原案を提示しまして、今月末を目途に経済財政諮問

会議としてとりまとめ、閣議決定できるよう努力をしたいと思いますので、御協

力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、本日の経済財政諮問会議を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 

（以 上） 


